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全国で注目される施策や課題は、地域で暮らす私たち
にどう影響するのか？身近に起きた出来事やトレンドなど、
幅広い分野のニュースを紹介していきます。ネットでもさ
まざまなニュースを紹介しています。

シティライフNEWS　で検索

　練習メニューの改革で
　甲子園も射程圏内に

ンバツ優勝校の大阪桐蔭に
10-8と迫った激戦を振り返り、
「決勝の舞台には、私が選手た

ちに連れていってもらった。彼らを甲子園に
連れていくための力量が私に不足してい
た」と東山監督は心残りを見せる。選手た
ちのやりきった爽やかな笑顔を見て、逆に
涙してしまったという。
　スポーツ推薦制度のない大阪の公立高
校では、私学に比べると選手層・設備環境・
練習時間などに限りがある。以前は守備や
ピッチャーの強化を中心に、ロースコアで競
り勝つ野球をしていたが、どうしてもベスト８
止まりだったそう。同校への赴任は20年前
だが、「2011年に教諭から指導教諭として

セ

津市は、子どもたちが自分た
ちの地域に関心を持ち、郷土
愛を育めるようにと、児童向け

の市の紹介冊子「みんなの摂津図鑑-校
区別-」を作成し、市立小学校の６年生全
員（709人）に配付した。冊子はA4判カラ
ー刷り16ページで、各校区のものを1冊に
まとめた。子ども目線の冊子となるよう、作
成にあたっては現6年生を対象に「校区
の自慢」についてアンケートを実施。その
結果をもとに、小学生がよく遊ぶ小さな公
園や地元の神社などを掲載している。ま
た、同市出身のプロサッカー選手・本田圭
佑さんが「50周年記念市勢要覧」に続

いて無償で協力し、巻頭ページ「世界で
輝く じまんのせんぱい」として登場してい
る。担当者は「“自慢探し”は子どもたちの
自信にもつながる。自分の校区の素晴ら
しさを見直すことで地元をもっと好きにな
ると同時に、他校区の魅力を知ることで
摂津市全体を愛する気持ちを育んで欲
しい」と話す。また、子どもたちが、自分た
ちの住む町を他市の小学生に紹介する
ときに、この冊子を役立ててほしい、と摂
津市の良さが広がっていくことに期待を
寄せている。

摂

府立大冠高校 甲子園まであと一歩
公立高校19年ぶりの決勝進出

摂津市 郷土愛を育むために
校区別の摂津図鑑を作成

木市庄一丁目（JR京都線摂
津富田・茨木間）に平成30年
春、開業予定の新駅の駅名

が「JR総持寺」駅に決まった。茨木市は、
今年1月から2月にかけて駅名を公募し、
応募総数1,213件のうち54件で2位だっ
た駅名にJR西日本が最終決定をした。
西国三十三所第22番札所としても知名

度があり、場所がイメージしやすく、分か
りやすい名称であることを選定理由とし
ている。また、近隣にある阪急総持寺駅
と区別するために「JR」を付与する。1位
は60件の応募があった「安威川」だが、
キーワードで見ると「総持寺」の地名を付
けたものが全体の約35％と最多だった。

茨

茨木市 JR新駅名 決定
「JR総持寺」駅

木商工会議所は、市の活性化
を目的として、地元でしか飲めな
いご当地カクテルを普及させる

「茨木カクテル2017」を立ち上げた。5～6月
に同市や高槻市など三島地域の市民を対
象にカクテルのレシピを募集。プロを含む34
件の応募があり、書類審査の結果、主婦が
考案したレシピ「Red Rerila Miyama（レッ

ド ペリーラ ミヤマ）」が優秀賞を獲得した。
天然赤紫蘇100％使用の見山赤紫蘇サイ
ダーとバカルディスペリオール（ホワイト）の2
種類のみで作られ、さっぱりとして飲みやす
い口当たり。8月から市内の飲食店で提供
を開始した。取り扱う飲食店は随時募集し
ており現在は8店舗となっている。詳しくは、
茨木商工会議所まで。

茨

茨木市 ご当地カクテルが決定
主婦考案のレシピで販売開始

全国高校野球選手権大阪大会で公立高校として19年ぶりに決勝進出を果たした府立大冠高校（高槻市）。
一昨年のベスト４に続き、着実に躍進を続ける原動力について同校野球部の東山宏司監督に話を聞いた。

校内での立場がかわり、リ・スタートを切れた
ことが野球部監督としての転機にもなった」
と話す。腹を据え、チームを守備型から打
撃中心型に切り替えたのだ。練習の７～８
割を打撃練習にした。素振り中心のトレー
ニングは地味でつらい。そんな中、強豪校と
の練習試合の勝率が次第に上がり、ベスト
８の壁を破り、一昨年は大阪大会ベスト4に
進出するなど、着実に成果が上がり、全員
のモチベーションを支えた。また、担任や保
健体育の授業で得た経験から、マンツーマ
ン指導にも注力。今年の部員数は106名と
府下の公立高校最多だが、毎日数人ペー

スでも、必ず全員に個別指導をするよう心
がけている。「バッティングにも個性がある。
時間はかかるが個々の長所と短所、理解
力に合わせた指導をすることで、結果とし
て人は伸びる」との声に実感がこもる。

　人としての成長にも
　厳しく指導

球よりも厳しく指導するのが、礼
儀や言葉遣い、人間としての
在り方だそう。「部員たちは私

のことを少し怖いと思っているかもしれな
い」と自らを評す監督。「野球部ではよく
『学校にいい風を吹かそう』と言っていま
すが、自分たちが学校の顔になるという意
識の高い生徒が、今年の3年生には揃っ
ていた。学校行事やクラスでも中心的な役

割をかって出る生徒が多い。野球だけで
はなく人間として成長し、野球部で学んだ
ことを社会で活かせる人になってほしい」。
戦績の向上には人間的な成長も少なから
ず関連性があるようだ。
　監督は「開会式の独特な雰囲気が好き
で、甲子園球場には何度も足を運んでいま
す。しかし、試合をスタンドから観たことはま
だありません」と話す。自分が監督として出
場するまで、甲子園での試合は、観る側で
はなく出場する側でと決めているという。近
い将来、同校が甲子園の土を踏む日が来
るだろうと感じた。     取材・文：加賀谷範子

練習中は誰よりもうるさく、試合中は静かだという監督。
「高槻生まれの高槻育ちなので、高槻の公立高校を甲子
園に、という思いが強いです」

今後の目標は？の問いに、
監督は、「あれに尽きます
ね」とグラウンドに掲げられた
プレートを指した。バッティン
グブースや得点板などの装
備は、保護者有志による手
作り。保護者たちの協力に
も支えられている。

本田選手が登場する巻頭
ページの一部。卒業文集
や摂津市への思いなどと
ともに掲載されている。

各ページには、市のキャラクター「セッピィ」や地元商店会の
キャラクターなど、ゆるキャラ5体が登場して地域の特徴を紹介
することで、子どもたちが親しみやすい冊子となった。

8 月 末 現
在、駅工事
の様子。

　がん死亡の原因の多くが
　タバコと“要因不明”

012年の国立がん研究センタ
ーの予防研究グループの報告
によると、日本人のがん死亡の

原因として代表的なものがタバコと感染
症だが、食生活や運動不足が影響するケ
ースはわずかで、実はそれ以外は「要因
不明」である場合が多い。双子が同じが
んにかかる確率を調査したフィンランドの
データによると、両方ががんにかかったの
は一卵性でもわずか13%で、遺伝が原因
であるケースもそれほど多くない。また、が
んを防ぐと言われる食物には確実と認定
されているものはなく、サプリメントでビタミ
ンを大量摂取した結果、健康になるどころ
か肺がんの罹患率が18%上昇したという
実験結果もある。大阪国際がんセンター
がん対策センターの中山富雄氏は、「がん
は多くの場合原因不明で、確実な防御因
子もないのが現状です」と話す。

　早期発見に繋げる
　がん検診の傾向

防策がない以上、がん検診に
よる早期発見は非常に大切だ。
協会健保組合は、各企業に

対し従業員への「職域がん検診」の実
施を指示している。しかし、実施の最終
的な判断は企業に委ねられており、大企
業に比べると中小企業では実施率が低
くその内容もまちまちだ。こうした問題に
対し、国では職域がん検診の基準となる
指針を定めることを決定し、精力的にサ
ポートする動きを見せ始めている。兵庫
県では、健康づくりに取り組む企業や団
体を「健康づくりチャレンジ企業」として
登録し、従業員数が300名以下の企業に
対しては、乳がんや子宮頸がんの受診
費用を全額または一部補助するなど企
業のがん対策をサポートしている。

受診率向上で早期発見へ
がん撲滅の鍵は検診

2

予

医療の進歩により、1990年代半ばをピークに、日本人のがんによる死亡率は減少している。一方で、高齢化が
進む中、がんにかかる割合は1980年代以降増加傾向にある。生存率が高まっているとはいえ、患えば生活の
質を下げるがん。予防や早期発見のためには、何をすればいいのだろうか。

非正規の従業員や専業主婦など、職域
がん検診を受診できない人には、各市町
が実施するがん検診が提供されている。
大阪府では、高齢者が多い市町では受
診率が高いものの、全国と比較すると受
診率は全体的に低い。中山氏によると、
受診率は検診の受けやすさによっても大
きく左右されるという。例えば、日程が決ま
っている集団検診より、希望日にかかりつ
け医で受診できる個別検診を行なってい
る自治体のほうが受診率は高い傾向に
ある。摂津市では、40歳以上対象の特
定健診とセットで胃・大腸・肺などのがん
検診も受診可能にすることで、受診率の
向上をはかっている。また、15年以上前
から無料で検診を行う箕面市は、府内で
上位を維持。高槻市では、2015年9月か
ら全てのがん検診を無料化し、受診者
数が大幅に増えたという。

　受診率向上のための
　各市町の取り組み

診率の向上を目指して、各自
治体は様々な取り組みを進め
ている。高槻市では、乳・子宮

頸がんの集団検診の会場内にプレイル
ームを設け、保育士による託児を実施。

「自分の健康を後回しにしてしまう子育
て世代のお母さんにこそ受診してほし
い」と話す。また、検診の案内を個人にハ
ガキで通知していることも、受診率向上
に役立っているという。4月からはインター
ネットでの受診申し込みを可能にし、若い
世代の取り込みを狙うなど、年代に合わ
せた訴えかけを行なっている。今後は、胃
がん検診に内視鏡も導入する予定だ。
　摂津市では、40歳以降は5年ごとに無
料クーポンを送付している（検診の種類
により対象は異なる）。また、今年の4月か
らは20～60歳を対象にピロリ菌検査もス
タートするなど、新たな取り組みも始まっ
た。ただ、こうした取り組みにも関わらず、
国の掲げる目標受診率50%には全国ほ
とんどの市が届いていない。今後、検診
への意識をどう高めどうアプローチする
かが各自治体で課題となっている。

　予防や早期発見に
　求められる対策

期発見できれば、手術や内視
鏡など治療法の選択肢は多
い。放射線治療など新しい治

療法もたくさん出ているので、まずは検診
を受けてほしい」と話す中山氏。「肺がん

を調べる腫瘍マーカーの“シフラ”の場合、
40%のがんが見落とされ5%の人はがん
ではないのに陽性反応が出ます。腫瘍マ
ーカーの中で最も精度が高いとされるシ
フラでもこうですから、早期診断には血液
検査ではなく画像診断が必要です」。さ
らに重要なのは「正しい知識を持つこと」
と中山氏。インターネットに出回るネガティ
ブな情報に振り回されず、国立がん研究
センターなど公的な機関から情報を入手
することを勧めている。
　がんはあらゆる死因の中でも死亡数で
ワースト1であり、かつそのうちの約3割を
も占める。国や府県でも新たながん対策
推進計画を立てている最中だが、「自治
体は、若い世代にもっと手厚いサポートを
してほしい」と中山氏。今後、早期発見が
必要な若い世代を検診にどう呼び込め
るか、国、そして自治体の本気度が試さ
れている。

◀大阪国際がんセンター　
　がん対策センター疫学統計部 部長
　医学博士 中山富雄氏

日本人のがんの死亡原因

受 「早

出典 ： Inoue M. Annals Oncol 2012
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35歳以上。　
無料

40歳以上。
無料

35歳以上。　
無料

20歳以上の女性
（前年度未受診の方）
無料

30歳以上の女性
（前年度未受診の方）
無料

40歳以上。　
500円
集団検診のみ

40歳以上。
300円

40歳以上　300円
喀痰検査する場合は
500円

20歳以上の女性　
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40歳以上の女性
2年に1回　
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40歳以上　
500円

40歳以上　無料
喀痰検査する場合は
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20歳以上　
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40歳以上の女性　
２年に1回
700円（マンモグラフ
ィ含む）

主な死因別死亡数の割合（平成27年）

出典 ： 厚生労働省 平成27年人口動態統計より
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各市の各種がん検診の受診率推移
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大阪府提供の資料をもとに作成
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取材当日、四国
の強豪、愛媛県
立今治工業高
校との練習試合
が行われていた。

薬物乱用の実態 ～薬物事犯の現状～ 協力：大阪府警察

大阪府警 
覚せい剤110番（24時間体制で開設）

TEL：06-6943-7957

平成28年中における薬物事犯は
● 全薬物事犯検挙人員の覚醒剤事犯の検挙人員の割合は約88％
● 覚醒剤事犯の暴力団関係者の検挙人員の割合は検挙人員の約49％
● 大麻事犯は、検挙人員の約64％が20歳代までの若年層

などとなっており、増加傾向にあるだけでなく、若年層への違法薬物の
広がりが危惧されている。

　覚醒剤や麻薬等の薬物は、一度でも使用すると元に戻らなくな
る。「疲れが取れる」「元気になる」「ダイエットに効果的」「たった一
度なら大丈夫」「いつでもやめられる」という好奇心で絶対に使用
してはならない。

注：1「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を
図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」違反を含む。
注：2麻薬欄の｢その他｣の薬物には、LSD、MDMA､向精神薬を含む

区分/年別

覚 醒 剤
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2

6

18

3
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1,350
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24

0

3

21

0

1,524

1,467
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42

0

5

37

0

1,668

苦しみに       泣く粉

○ 知人が最近おかしな言動を
  するようになった
○ 娘がダイエットと言って、
  何か薬を使用している
○ 家族の腕に注射の痕が
  たくさんあるが、
　どうしたらよいのか判らない
○ 覚せい剤等を乱用すると
  どうなるのか　

等、気軽にご相談・ご質問を。


